
奥尻町立奥尻中学校学校だより 校 訓 「未来へつなぐ」

平成３０年２月２７日 ＮＯ．１１

TEL01397-2-2037 FAX01397-2-2062
http://www.town.okushiri.lg.jp/okushiri_jhs/

本年度スローガン 「奥中プライド」 ～新しい学校を自分たちで創り出そう～

『つながる』ということ

校長 松 島 甲

ピョンチャン五輪スピードスケート女子５００ｍ。オリンピックレコードで滑り終えた小平奈緒選手

は「自分が納得できる最高のレースをしたのだから、もしイ・サンファ選手が更に上のタイムを出して

きたら仕方がない」と思ったという。好記録に対する会場の大声援に最小限の反応で応え、「静かに！」

と言うように自分の口に人差し指を立てて周りに示した。【期待は金メダル】というプレッシャーを持

ち続けてきた小平選手は、【自国開催で３連覇】という、自分よりも更に大きなプレッシャーのかかっ

ているであろうイ・サンファ選手を気遣った。金メダルが決まった後も泣き崩れたイ・サンファ選手に

滑り寄り、肩を抱いた。火花を散らして戦い、終わればいがみ合うことなく心の底から健闘を称え合う。

感動を与えてくれるスポーツの原点がそこにあった。二人はライバルであり、尊敬し合う存在であった

という。信頼しつながり合うことは、目標に向かいくじけず力強く生きるための大きな原動力となる。

たくさん楽しませてくれて、少し寝不足にもさせてくれた冬季オリンピックは２５日に閉幕した。

さて、奥尻中学校での『つながり』は・・・

来週は公立高校入試があり、１７名の進路が確定します。面接練習をした３年生に「あなたの中学校

の自慢できるところを教えてください」と問うと、全員から「１年から３年まで全校生徒が仲良く、行

事に協力して取り組めるところです。」と返ってきました。また、「あなたの尊敬する人がいたら教えて

ください」という問いに【卒業生である先輩】をあげた生徒もいました。勉強や部活動、日常生活の姿

を尊敬し、自分もそうなりたいと努力してきたということでした。

２月３日に行った２年生立志式の姿を見た１年生は「かっこいい」「来年自分もあんな風に頑張りたい」

という感想を書きました。そして、思いが高じて２３日にクラスで【プチ立志式】を行い、来年の「か

っこいい」につながる発表をしました。

開校初年度の様々な行事や部活動等を通して、３年生を先頭に上級生がみせてきた後ろ姿は、かっこ

よく信頼できる存在として下級生の目に映り、目標となってきました。「奥中プライド」を持つ仲間と

しての心のつながりを感じます。

生徒会に、開校初年度の生徒全員の力で【未来へつなぐ】ものとなるような『○○運動』を創り出す

ことをお願いしていましたが、28日の生徒総会で『おくしり運動』と決議される運びとなりました。（お

くしり運動の中身についてはこの学校だよりに記載があります）

『おくしり運動』に込められた思いや奥中生としてあるべき姿、全校生徒で創り上げた意義が生徒会

執行部から示され、動き出すことになります。伝統としてしっかりと引き継がれる運動となっていくよ

うに頑張ってもらいたいと思います。

『おくしり運動』が地域に広がってみなさまの心をつなぐものとなり、関わった生徒たちが将来「自

分たちが創り出したんだよ」と自分の子どもに言える時がきたら素敵なことだと思います。

保護者・地域のみなさまには、生徒たちの今後の活動を温かく見守り、ご支援いただきますようお願

いいたします。

奥尻中学校公式サイト 随時更新中です！奥尻中学校公式サイト 随時更新中です！
平成２９年４月の開校と同時に公式サイトの運

用を開始しております。学校教育活動の近況や、

学校からの連絡などをタイムリーに掲載して随時

更新しております。ぜひアドレスをご登録の上、

ご覧下さいませ。 ※右記ＱＲコードでアクセス→

http://www.town.okushiri.lg.jp/okushiri_jhs/

スキー授業が終了しましたスキー授業が終了しました
各学年３回ずつ実施されたスキー授業が、２月

８日の３年生授業を
もって終了しました。

授業終了後、希望者

には町スキー愛好会

のご協力で級別テス

トも行われました。
授業を終えた３年生→

新奥尻中学校の伝統を生徒自らの手で創り、引き継ぐ ～おくしり運動スタート～新奥尻中学校の伝統を生徒自らの手で創り、引き継ぐ ～おくしり運動スタート～
旧青苗中学校には「アオナエ運動（ア：あいさつ、オ：思いやり、ナ：仲間づくり、エ：笑顔・エチケット）」

という昭和５７年以来続いた伝統的なスローガンがあり、生徒だけでなく保護者や地域の方々にも広く浸透し、
青苗中学校を象徴する言葉となっていました。
新奥尻中学校の開校にあたり、松島甲校長から生徒会に大切な要望が出されました。それは、「奥中生として

誇りを持ち・伝統を創り引き継ぐために、生徒会が中心となって自分たちでやること・大切にすることを考え出
し、頭文字などからネーミングしてほしい」というものでした。

松島校長の思いを受け、生徒会執行部が中心となって話し合いを重ね、
「おくしり運動」というネーミングでいくことが決定。全校生徒からた
くさんの言葉の候補が出されました。それを受けて、１月２６日は全校
生徒が４つのグループに分かれて、お・く・し・りのそれぞれにあては
まる言葉を絞り込む話し合いを行いました。各グループごとに新旧生徒
会執行部の生徒が進行役を務めて、活発な話し合いが行われました。各グループで絞り
込まれた言葉の中から、２月２日の全校集会において生徒全員による投票を行いました。

「お」の言葉については「おもいやる心」と「おもいやりの心」のポイントが同点のため、改めて決選投票も実
施しました。その結果、２月１３日に下記のとおり「お・く・し・り」の言葉が決定しました。

「おもいやる心」と「おもいやりの心」は決選投票でも１票差でした。生徒
の主体的な取組で、素敵な言葉を選出することができました。
さて、おくしり運動は今回言葉を決めたことがゴールではありません。それ

ぞれの言葉を、今後は学校生活や日常生活の場面で具体的な行動・活動に移し
ていくことがおくしり運動の本質です。２月２８日の生徒総会ではおくしり運
動の今後の具体的な行動・活動について、生徒会執行部から示されます。これ
から生徒そして職員が一体となって、新奥尻中学校を象徴するスローガンとし
て「おくしり運動」を進めていきます。保護者・地域の皆様のご理解とご支援
をよろしくお願いいたします。

グループ別話し合いの様子

投票の様子

四輪歩行器を奥尻町国保病院へ贈呈 ２月８日 ～プルタブ収集運動終了～四輪歩行器を奥尻町国保病院へ贈呈 ２月８日 ～プルタブ収集運動終了～
旧奥尻中学校と青苗中学校では、生徒会が中心となってプルタブの収集を行っていました。

旧奥尻中学校では、プルタブ収集活動を２０年以上
続けていました。生徒たちが家からプルタブを持って
くるほかに、地域の方からもプルタブ収集にご協力を
いただき活動を継続してきました。平成２４年度には、
集めたプルタブを非営利団体「リングプル再生ネット
ワーク」へ送付して車いすに交換してもらい、その車
いすを高齢者施設「おくしり荘」に贈呈しました。
青苗中学校でも、ジュニアリーダー研修に参加した

生徒がきっかけをつくり、旧奥尻中学校の活動を参考に平成２７年度から約１年半プルタブ回収の活動を行いま
した。プルタブの回収活動は両中学校とも、昨年３月の閉校をもって終了しました。

両校の回収済みプルタブを合わせ集計したところ、合計は５６６ｋｇ
で、プルタブ約１,１３２,０００個分が集まっていました。この５６６
ｋｇのプルタブは、残念ながら車いすに交換できる重さには少しだけ足
りませんでした。そこで、昨年７月に介護福祉用具の四輪歩行器と交換
してもらい、１０月１日の文化祭で皆さんにお披露目させていただきま
した。そして、今月２月８日には四輪歩行器を奥尻町国民健康保険病院
に贈呈することができました。歩行が大変な方の院内での移動のために
利用していただけるそうです。
なお、プルタブ回収は現在は実施しておりません。今回の国保病院へ

の四輪歩行器贈呈をもって、プルタブ収集に関わる奥尻中学校の活動は
区切りとなります。これまで長い間、ご協力をいただきました町民の皆
様に感謝申し上げます。ありがとうございました。国保病院への四輪歩行器贈呈の様子

贈呈した車いす旧奥尻中生徒会青苗中生徒会



救急救命講習 2月１日救急救命講習 2月１日
２年生保健体育の授業で、救急救命（心肺蘇生法）講習を実施しました。奥尻消防署から２名の講師をお招き

して、胸骨圧迫（心臓マッサージ）の方法やＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使い方などについて実習を行いま
した。心臓や呼吸が止まった人の治療はまさに一分一秒をあらそいます。もしもの際には、救急車が到着するま
でに、今回学んだことを役立てて行動して欲しいと思います。同日の放課後に職員の講習も行い、心肺蘇生法に
ついて講師の方から説
明を受け、参加者全員
が実習を行いました。
お忙しい中、同日２

度にわたって講習して
いただいた奥尻消防署
の皆さん、ありがとう
ございました。

特別支援教育校内研修 2月6日特別支援教育校内研修 2月6日
平成２９年度特別支援教育パートナー・ティ

ーチャー派遣事業による、パートナー・ティー

チャー訪問に合わせ、職員校内研修会を行いま

した。今金高等養護学校の山田みゆき先生を講

師に、特別支援教育全般に関わる説明を受け、

質疑応答がさ

れました。今

回改めて確認

し・学んだこ

とを、今後の

教育活動推進

につなげてい

きます。

新入生説明会 2月１6日新入生説明会 2月１6日
町内小学校６年生と保護者の皆

様を対象に、開校後初の新入生説

明会を実施しました。授業や校舎

内見学、今後の中学校教員の小学

校への乗り入れ授業を視野に入れ

た英語の体験授業、生徒会と各部

活動の紹介などを行いました。説

明会終了後は、部活動を見学し、先輩達とともに練習に参加し

て、入学後にどの部活動に入部するか気持ちを高めた児童も多

かったようです。新しい奥尻中学校の様子をご覧いただき、本

校の特徴でもある在校生・職員の明るさや温かさを感じていた

だけたら幸いです。６年生・保護者の皆様が安心して４月６日

にご入学されることを、生徒・職員一同お待ちしております。

英語体験授業の様子

第1回奥尻中学校立志式を挙行しました 2月3日第1回奥尻中学校立志式を挙行しました 2月3日
孔子の論語の一節をもとに、１５歳を「立志」と呼ぶようになったといわれます。立志式は古来より伝えられ

る成人の儀式です。満１４歳で大人の仲間入りをするにあたり、これからの人生に向けた決意を固めるという武
家社会の風習でした。統合・開校にあたり、新奥尻中学校では、
①将来の目標や夢、生き方について自分自身を見つめ考える機会とする。
②人前で発表することで自分の行動に責任を持ち、一生懸命立ち向かう姿勢を養う。

という目的を持ち、立志式を行うことにしました。
（以上、立志式にあたっての松島甲校長の言葉から抜粋）

本校第１回目となる立志式では２年生２２名が発表を行い、一人
一人が、練習の成果を十分に発揮して、堂々とした発表を行うこと
ができました。１回目ということで、立志式のイメージがわからな
い生徒・職員・保護者の方も多かったと思いますが、今回の発表で
新奥尻中学校として立志式の意義を共有できたと考えます。今回の
発表を見た１年生は、先輩の発表に触発され、さっそく「プチ立志
式」を行うことになりました。
お忙しい中、お越しいただいたご来賓・保護者の皆様ありがとう

ございました。皆様の前で、緊張しながら「志」を発表した経験は、
２年生のこれからの大きな力となることでしょう。

青木 空翔 ｢人の役に立つこと｣
明上 海斗 ｢夢に向かって｣
菊地 祥太 ｢私の目指す道｣
菊地 玖洵 ｢将来のために｣
小島 永遠 ｢夢｣
小濱 歩夢 ｢大好きな奥尻で働くために｣
小柳翔太郎 ｢将来に向けて今できること｣
新谷 巧 ｢自然とともに生きる｣
新谷 雄胡 ｢自分のために｣
杉山健太郎 ｢将来に向けてできることを｣
藤谷 奨悟 ｢社会の役に立つために｣
矢部 匠真 ｢僕の好きな奥尻のために｣
髙橋 銀河 ｢人のために働くということ｣
松前 幸雅 ｢将来のために｣
阿部 愛海 ｢好きなことを夢へ｣
唐川みらい ｢人と関わる職業のために｣
七戸 優衣 ｢将来のために｣
髙島 美紅 ｢私が看護師になりたい理由｣
津山 雪菜 ｢理学療法士への道｣
府金 風愛 ｢支える側になること｣
三上 愛香 ｢将来を見つめて｣
若林 心音 ｢目指す場所までの道｣

奥尻町子ども美術展入賞者紹介奥尻町子ども美術展入賞者紹介
先日行われた標記大会の入賞者を紹介します。

１年生 金賞 手塚迪 【敬称略】

銀賞 木村楓華
銅賞 佐々木小春
佳作 川本空

２年生 金賞 髙島美紅
銀賞 七戸優衣
銅賞 菊地玖洵
佳作 小島永遠、阿部愛海

３年生 金賞 髙島愛果
銀賞 手塚柚
銅賞 宮本卓弥
佳作 岩佐瑞紀

インフルエンザに「かからない」「うつさない」インフルエンザに「かからない」「うつさない」
インフルエンザが流行しております。インフルエンザウイルスは

感染者のくしゃみ・咳・つばなどや、手に付着したウイルスが口や

鼻・口鼻喉の粘膜から入って感染します。一人一人がインフルエン

ザに「かからない」「うつさない」対策を実践しましょう。

①流行期間中はなるべく人混みや繁華街への外出を避ける
②外出の際はマスクを着用する
③外出後は、必ずうがいと手洗いをする
④口鼻喉の粘膜保護のため、乾燥を防ぎ適度な湿度を保つ。
⑤免疫力を高めるため規則正しい生活をし、栄養と休養をとる
（睡眠時間の確保、朝食を食べる、バランスの良い食事）

中２・高１合同音楽授業 １月３１日、2月6日、２月１３日中２・高１合同音楽授業 １月３１日、2月6日、２月１３日
メンタリングシステム（異学年同士による教え合い・学び合い）による中２と高１の音楽合同授業が行われま

した。高校１年生からハンドベルとトーンチャイムによる「星に願いを」の演奏を習い、最後は中学２年生だけ

で演奏できるようになることが目標となります。１月３１日は、高校１年生による模範演奏を聴き、その後は楽

器別に２つのグループに分かれ、高校生からそれぞれ演奏方法を習いました。２月６日の練習を経て、２月１３

日には練習の成果を生かして、２つのグループが演奏の発表を行いました。トーンチャイム、ハンドベルいずれ

も大きなミスも無く全員が楽しんで演奏できたようです。演奏後は、指導してくれた高校１年生からコメントを

いただくなどして感想交流を行い、３回にわたって行われた合同音楽の授業も一区切りとなりました。

先輩の手拍子に合わせて練習 トーンチャイムグループの演奏 ハンドベルグループの演奏

1 木 × 15時 ※高校卒業式　小中交流会(青苗小）
2 金 × 部 学習相談日　全校集会
3 土 ×
4 日 × 学校閉鎖日　ノーゲームデー
5 月 × 15時 分掌部会　檜山教育実践表彰伝達式
6 火 × 12時 1･2年学年末テスト　公立高入試（検査）
7 水 × 15時 1･2年学年末テスト　公立高入試（面接）　学年部会
8 木 × 部
9 金 ○ 部 3年生を送る会
10 土
11 日
12 月 × 部 卒業式練習　税のポスター展表彰　運営委員会
13 火 × 部 卒業式練習
14 水 × 15時 卒業式総練習　会場準備
15 木 × 12時 第1回卒業証書授与式
16 金 ○ 部 公立高入試合格発表　ＰＴＡ総会18:30
17 土 ※小学校卒業式
18 日 ノーゲームデー
19 月 × 12時 午前授業　職員会議
20 火 ○ 部 午前授業
21 水 春分の日
22 木 ○ 部 午前授業
23 金 × 12時 午前授業
24 土
25 日 吹奏楽部ソロ発表会
26 月 × 12時 修了式・離任式2h　職員会議
27 火 学年末休業（～4/5　※H30入学式4/6）
28 水
29 木
30 金
31 土

2018年3月 奥尻中学校行事予定(2/23時点　変更の可能性もあることをご了承ください)

日 曜 部
活

下
校

バ
ス 行 事 や 部 活 予 定 な ど 

奥尻中学校周りの降雪・積雪はとても多く、例年にな

い大雪とのこと。昨年まで勤務した青苗中の周りは、部

分的に吹きだまりはできるものの、積雪はここまで多く

はありませんでした。毎朝、山の上の奥尻中学校までの

登り坂道・敷地内を丁寧に除雪していただいていること

に感謝の気持ちで一杯です。自分が住む谷地地区の積雪

もすごい量で、隣や近所の空き地の雪山（排雪の）も見

上げるほど高くなっています。同じ奥尻島内でもこんな

に差があるものかと驚いています。大雪のため、長靴通

勤が日常になってしまいました。先日の好天時に久々に

革靴を履いたら、足下がとても寒く、改めて長靴の持つ

防寒力・実力の高さに気付かされました。 ○宮

第１回卒業証書授与式３月1５日第１回卒業証書授与式３月1５日
新奥尻中学校開校後初となる卒業式

を下記のとおり挙行いたします。
期日 平成３０年３月１５日（木）
時間 午前９時３０分 開式
場所 奥尻中学校（奥高）体育館

ＰＴＡ総会３月１６日（金）ＰＴＡ総会３月１６日（金）
詳細は別紙でご案内済みです。
期日 平成３０年３月１６日（金）

※年度当初予定期日から変更です

時間 午後６時３０分 開会
場所 奥尻中学校２階特別活動室


